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日本郵便株式会社 

東 北 支 社 

 

人事異動のお知らせ 

 

日本郵便株式会社東北支社（宮城県仙台市青葉区、支社長 石塚 信吉）の人事異動について、   

次のとおりお知らせいたします。 

 

（2014 年 4 月 1 日付） 

    （新）      （現）  （氏名） 

【支社】   

東北支社長 

 

本社人事部人材研修育成室長 本間 幸仁 

東北支社支社長室総務部長 

同 支社長室長兼務 

本社コンプライアンス統括部東北コン

プライアンス室長 

久慈道 孝 

東北支社支社長室人事部長 

 

東北支社郵便事業本部事業管理部長 堀 一弘 

東北支社郵便事業本部事業管理部長 

同  郵便事業本部長兼務 

東北支社郵便事業本部オペレーション

部長 

加賀谷 明彦 

東北支社郵便事業本部オペレーション

部長 

東北支社郵便事業本部オペレーション

部担当部長 

小野寺 博信 

東北支社郵便局本部事業管理部長 

同  郵便局本部長兼務 

東北支社郵便局本部営業部長 渡辺 満 

東北支社郵便局本部営業部長 東北支社郵便局本部営業部担当部長 相沢 英男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    （新）      （現）  （氏名） 

【郵便局】 

≪青森県≫ 

青森中央郵便局長 気仙沼郵便局長 淡路 次男 

八戸郵便局長 東北支社宮城県地方本部長 畠山 富二 

野辺地郵便局長 築館郵便局副局長 河村 清剛 

十和田郵便局長 能代郵便局副局長 石村 雅文 

黒石郵便局長 弘前郵便局副局長 今岡 和志 

五所川原松島郵便局長 五所川原北郵便局長 成田 あつ子 

鰺ケ沢郵便局長 深浦郵便局長 島田 洋津秋 

 

≪岩手県≫ 

盛岡北郵便局長 東北支社郵便事業本部営業部専門役 鈴木 康一 

一関郵便局長 横手郵便局長 菅原 弘明 

北上郵便局長 遠野郵便局長 菊池 伸 

大船渡郵便局長 東北支社支社長室人事部課長 遠藤 隆孝 

遠野郵便局長 久慈郵便局副局長 佐々木 賢 

紫波郵便局長 横手郵便局副局長 佐藤 昭彦 

陸前高田郵便局長 塩釜郵便局総務部長 櫻井 清幸 

江刺郵便局長 一関郵便局副局長 川村 静雄 

 

≪宮城県≫ 

仙台中央郵便局長 東北支社支社長室総務部長 戸巻 悟 

新仙台郵便局長 東北支社郵便事業本部営業部専門役 蒔田 金蔵 

仙台東郵便局長 福島東郵便局長 力丸 広 

仙台北郵便局長 仙台南郵便局長 浅野 不二男 

若林郵便局長 東北支社支社長室総務部担当部長 鈴木 広幸 

塩釜郵便局長 東北支社山形県地方本部長 小南 信治雄 

気仙沼郵便局長 東北支社郵便事業本部オペレーション部

課長 

服部 誠 

岩沼郵便局長 東北支社支社長室総務部専門役 菅原 修一 

佐沼郵便局長 郡山郵便局第一集配営業部長 緑川 忠 

大河原郵便局長 東北支社郵便事業本部営業部課長 佐々木 保博 

泉西郵便局長 東北支社郵便事業本部営業部専門役 丹野 利弘 

名取郵便局長 盛岡北郵便局副局長 鈴木 義延 

白石郵便局長 東北支社支社長室人事部専門役 峯田 進 

仙台南郵便局長 仙台北郵便局長 渡辺 英俊 

高清水郵便局長 中新田郵便局長 佐藤 貢 



    （新）      （現）  （氏名） 

 

≪秋田県≫ 

秋田中央郵便局長 東北支社郵便局本部事業管理部長 齋藤 久男 

本荘郵便局長 能代郵便局長 宮腰 瑞也 

横手郵便局長 

 

東北支社郵便事業本部事業管理部     

担当部長 

高橋 茂男 

能代郵便局長 

 

東北支社郵便事業本部オペレーション部

郵便局サポート室長 

白取 隆 

大館郵便局長 名取郵便局長 高橋 久 

土崎郵便局長 角館郵便局長 佐々木 正憲 

鷹巣郵便局長 北上郵便局副局長 畠山 智 

花輪郵便局長 十和田郵便局長 山中 達也 

角館郵便局長 土崎郵便局長 堀川 司 

湯沢前森町郵便局長 羽後山田郵便局長 土田 欣洋 

 

≪山形県≫ 

山形南郵便局長 仙台中央郵便局副局長 冨田 信昭 

山形中央郵便局長 郡山郵便局副局長 伊藤 達夫 

寒河江郵便局長 東北支社郵便局本部営業部担当部長 堀江 敏幸 

新庄郵便局長 東北支社支社長室人事部専門役 鉄本 毅彦 

村山郵便局長 福島東郵便局窓口営業部長 佐藤 賢也 

南陽郵便局長 東根郵便局副局長 佐藤 繁夫 

 

≪福島県≫ 

会津若松郵便局長 一関郵便局長 安瀬 敏男 

福島東郵便局長 福島中央郵便局副局長 古川 正 

二本松郵便局長 若林郵便局長 吉田 英二 

三春郵便局長 米沢郵便局副局長 須藤 和也 

小名浜郵便局長 いわき郵便局副局長 佐藤 工 

飯坂郵便局長 東北支社支社長室総務部課長 根子 由行 

郡山南郵便局長 泉西郵便局長 渡辺 寛 

植田郵便局長 秋田監査室主任監 五十嵐 強 

本宮郵便局長 江刺郵便局長 鈴木 武俊 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 
  日本郵便株式会社 東北支社 

支社長室総務部（広報担当） 
  電話：（直通）022-267-7654 （FAX）022-261-1035


